
沿革

年月日 項　　　目 備考

Ｍ５／１１
学制発布により、矯倫（二階堂、白山神社）、一貫（米口、浄心寺）、守真
（黒川、敬覚寺）の３校を設け授業を開始する

Ｍ６／６ 涵養校を安養寺（専応寺）に置く

Ｍ８
矯倫、一貫両校を合併して温故小学校と改称し、堀区妙證寺を校舎にあ
てる

Ｍ１０／４
１５ヶ村共同で、堀に温故小学校を新築する
守真小学校は分離し、黒川、萩原２ヶ所に各校舎を新築する

Ｍ１１ 涵養小学校を専応寺敷地内に新築する

Ｍ１２ 黒川、萩原両校を合一し、覃思校と改称、黒川に改築する

Ｍ１４
温故小学校小野分校を小野の地蔵院に建て、小野、勝蓮花の児童を通
学区域とする

Ｍ１７
小野分校を勝蓮花に移し、勝蓮花小学校とし、民家を校舎とする
（沓掛が通学区となったため）

Ｍ２０／４ 各校に簡易科を設置し、修業年限を３ヶ年とする

Ｍ２２
市町村制の実施に伴い、白山村公立温故小学校、勝蓮花小学校、覃思
小学校、涵養小学校と改称する
覃思校小学校分校を曽原に設置し、民家を校舎とする

Ｍ２５／４ 覃思校小学校曽原分校を廃止し、曽原、粟野は涵養小学校に編入する

矯倫（二階堂）　一環（米口）　守真（黒川）

矯倫（二階堂）　一環（米口）　守真（黒川）　涵養校（安養寺）

温故小学校（堀）　守真（黒川）　涵養校（安養寺）

温故小学校（堀）　守真（黒川校舎・萩原校舎）　涵養校（安養寺）

温故小学校（堀）　覃思校（黒川）　涵養校（安養寺）

温故小学校（堀）　温故小学校小野分校（小野）　覃思校（黒川）　涵養校（安養寺）

温故小学校（堀）　勝蓮花小学校（勝蓮花）　覃思校（黒川）　涵養校（安養寺）

白山村立温故小学校　勝蓮花小学校　覃思小学校　涵養小学校　覃思小学校曾原分校（曾原）

白山村立温故小学校　勝蓮花小学校　覃思小学校　涵養小学校



年月日 項　　　目 備考

Ｍ２５／９
温故、覃思、涵養３校の簡易科を廃止し、尋常科(修業年限３年）を置く
勝蓮花小学校を温故小学校に編入し、小野分校と改称する

Ｍ２７／４ 覃思尋常小学校に補修科（修業年限２年）を付設する

Ｍ２９ 覃思小学校の修業年限を４ヶ年に延長する

Ｍ３１／６ 温故、涵養の両校とも修業年限を４ヶ年に延長する

Ｍ３２
御真影（天皇陛下の御写真）下賜（温故小学校）
覃思、温故尋常小学校を合併し都辺に移転、白山尋常小学校と称する

Ｍ３４／１
学校の位置問題で統合整備できず、やむなく白山第一小学校（二階
堂）、第二小学校(黒川）、第三小学校（丸岡）に分離する

Ｍ３５
白山第一小学校に高等科を併設し、白山第一尋常・高等小学校とする
新校舎を二階堂白山神社境内に建てたため、紛争は極に達し、安養寺、
曽原の学童は新設の高等科には入らず、織田小学校へ通学する

Ｍ３６／１ 涵養尋常小学校新築

Ｍ３７／２
白山第一小学校高等科の修業年限が４ヶ年に延長許可され、４月１日か
ら実施される

Ｍ３８ 白山第二および涵養校に実業補習学校を設置する

Ｍ４１
尋常科６年、高等科２年となる
第三小学校に、実業補習学校が許可される

Ｍ４２ 涵養尋常小学校を安養寺尋常小学校と改称する

Ｍ４３／６
白山第一尋常・高等小学校および白山第二・第三・安養寺の３尋常小学
校を合併して、白山第一尋常・高等小学校（都辺）とする
他に、第一分教場（安養寺）、第二分教場（勝蓮花）を置く

Ｔ１０ 白山尋常・高等小学校校舎増築、安戸冬季仮分教場新築

Ｔ１３ 白山尋常・高等小学校第一分教場改築

白山村立温故小学校　温故小学校小野分校（小野）　覃思小学校　涵養小学校

白山尋常小学校（都辺）　涵養小学校

白山第一小学校（二階堂）　白山第二小学校（黒川）　白山第三小学校（丸岡）　涵養小学校

白山第一尋常・高等小学校（二階堂）　白山第二小学校（黒川）　白山第三小学校（丸岡）　涵養小学校

白山第一尋常・高等小学校（二階堂）　白山第二小学校（黒川）　白山第三小学校（丸岡）　安養寺尋常小学校

白山尋常・高等小学校（都辺）　第一分教場（安養寺）　第二分教場（勝蓮花）

白山尋常・高等小学校（都辺）　第一分教場（安養寺）　第二分教場（勝蓮花）　冬季仮分教場（安戸）



年月日 項　　　目 備考

Ｓ２／７ 白山尋常・高等小学校の大改築落成(総工費４万８千余円）

Ｓ６ 白山尋常・高等小学校第二分教場を移転新築

Ｓ７ 白山尋常・高等小学校第一分教場増築

Ｓ１０ 安戸冬季仮分教場改築

Ｓ１６
泰安殿ができ、楠木正成公銅像を建てる
この年、白山村国民学校と改称

Ｓ２２
白山村立白山小学校と改称し、５月には白山村立白山中学校を併設
第二分教場の教室増築
この年、泰安殿を撤去したが、米口町の酒列神社社殿になっている

Ｓ２５ 第一分校校舎改築

Ｓ３０ 白山中学校独立校舎完成のため併設解消

Ｓ３４／８ 武生市に編入のため、武生市白山小学校と校名変更

Ｓ３４／１０ 給食開始

Ｓ３８／１ 豪雪のため校舎傾斜し、１２月改築起工

Ｓ３９／４ 白山第一分校（木造平屋建）移転新築

Ｓ３９／８ 白山小学校（鉄筋３階建）改築落成

Ｓ４０／４ 白山幼稚園開園 幼稚園

Ｓ４２／３
白山小学校第二分校（勝蓮花）閉校
子ども郵便局大蔵大臣賞受賞

Ｓ４３／４ 講堂改築　体育館竣工

Ｓ４４ 子ども郵便局郵政大臣賞受賞

Ｓ４５／１２ コウノトリの「コウちゃん」飛来

Ｓ４６／２ 「コウちゃん」を捕獲し、豊岡市へ送る

Ｓ４６ 県教育委員会より保健体育研究校委嘱

Ｓ４７ 県保健体育研究発表会実施

Ｓ４８
市保健体育研究発表会実施
保健体育全国表彰受賞

武生市白山小学校（都辺）　第一分校（安養寺）　第二分校（勝蓮花）

武生市白山小学校（都辺）　第一分校（安養寺）

白山村国民学校（都辺）　第一分教場（安養寺）　第二分教場（勝蓮花）　冬季仮分教場（安戸）

白山村立白山小学校（都辺）　第一分教場（安養寺）　第二分教場（勝蓮花）



年月日 項　　　目 備考

Ｓ４９／３ 白山幼稚園　落成 幼稚園

Ｓ４９ 県保健体育研究発表会実施（４年目）

Ｓ５０
市教育研究推進校に指定（理科・体育・図工）
子ども郵便局大蔵大臣賞受賞

Ｓ５２ 放送施設の充実

Ｓ５４
県健康優良校特選
市教育研究推進校に指定（理科・体育・特活）

Ｓ５４／７ プール落成

Ｓ５４ 市教育研究推進校発表会実施

Ｓ５５／９ みどりの少年団結成

Ｓ５６
放送室移転
子ども郵便局大蔵大臣賞受賞
第一分校職員室・音楽室増築

Ｓ５７
市教育研究推進校に指定（理科・体育）
子ども郵便局大蔵大臣賞受賞

Ｓ５８
市教育研究推進校発表会実施
保健体育優良校県表彰受賞

Ｓ５９／１
校舎各階水洗便所竣工
保健体育優良校全国表彰受賞（沖縄大会）

Ｓ６０
子ども郵便局大蔵大臣賞受賞
校舎北側拡張擁壁工事完了　小学校簡易水道に切り替え

Ｓ６１
市教育研究推進校に指定（算数・体育）　市福祉協力校に指定
子ども郵便局郵政省貯金局長賞受賞

Ｓ６２
県小中学校写生大会団体知事賞受賞
県小中図画コンクール団体銀賞受賞
市教育研究推進校発表会実施

Ｓ６２／１０ 消火栓竣工

Ｓ６３
子ども郵便局郵政省貯金局長賞受賞
県小中学校写生大会団体県教育委員会賞受賞
県小中図画コンクール団体銀賞受賞

Ｈ元
交通安全モデル校に指定
交通安全子ども自転車大会県１位、全国大会出場

Ｈ２／８
体育館屋根改修工事
理科こんにゃくの観察全国 優秀賞

Ｈ３
台風の被害により本館屋根、児童玄関、給食室屋根を補修
理科こんにゃくの観察全国 優秀賞

Ｈ４／１ 第一分校水洗便所竣工
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Ｈ４／８ 給食室内装工事

Ｈ４

交通安全子ども自転車大会県１位　全国大会出場
子ども郵便局郵政省貯金局長賞受賞
児童会環境美化教育（再資源化活動）実践優良小学校全国表彰
理科こんにゃくの観察全国 優秀賞　愛鳥モデル推進実践校指定
市教育研究推進校指定（家庭）

Ｈ５
県よい歯のコンテスト優秀学校賞受賞　全国交通安全優良団体表彰
市教育研究推進校発表会実施（家庭）
家庭室内装および職員玄関改装

Ｈ６
交通安全子ども自転車大会県１位　全国大会出場
子ども郵便局郵政省貯金局長賞受賞

Ｈ６／８ 体育館および校舎窓枠改修、校長室職員室内装改修

Ｈ７／３ 本館１階２階３階廊下床張り替え

Ｈ７／７ 空調設備設置

Ｈ７ グランドピアノ購入　県小中図画コンクール団体銅受賞

Ｈ８ 子ども郵便局北陸郵政局長賞受賞　農業祭図画展団体優秀賞受賞

Ｈ９
教室床上張り改修　子ども郵便局北陸郵政局長賞受賞
ぼくの夢わたしの夢２１世紀の社会児童画コンクール団体優秀賞受賞

Ｈ１１／３
県道拡幅工事に伴い校庭周囲の改修
フェンスの設置、バックネットの新設、掲揚塔の新設、樹木移植

Ｈ１１ 愛鳥活動実践校として表彰

Ｈ１１／４ 交通マナー推進モデル学校に指定

Ｈ１１／１２ 体育館照明灯改修および床全面補修

Ｈ１２
校舎建設予定地造成　下黒川道路の壁画作成
講談社より図書寄贈を受ける

Ｈ１３／８ パソコン設置（本校３０台、分校１２台）

Ｈ１３／１０ 校舎改築基本設計完了

Ｈ１４／８ 本校校舎起工式

Ｈ１５／８ 校内ＬＡＮ設置、校旗新調

Ｈ１５／９ 本校校舎落成

Ｈ１５／１０ 全国へき地教育研究大会福井大会で授業公開

Ｈ１６／３ 第一分校閉校

Ｈ１６／４ スクールバス運行開始　職員駐車場整備　スクールバス車庫設置

武生市白山小学校（都辺）
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Ｈ１６／１０ 全国めだかシンポジウムで発表

Ｈ１７／６ 文部科学大臣奨励賞受賞

Ｈ１７／１０ 市町村合併により、越前市白山小学校に校名変更

Ｈ１７／１１ 里地里山保全再生シンポジウムで発表

Ｈ１８／１１ 県よい歯の健康づくり推進学校表彰　知事賞受賞

Ｈ１８
環境力向上プロジェクトで発表
丹南ブロックへき複校児童交歓会会場

Ｈ１９／１０ パソコン更新　ゆうねっと（かおかおネット）運用開始

Ｈ２０／３ 体育館便所整備

Ｈ２０／１０ 里地里山全国フォーラムで発表

Ｈ２１／７ 白山小学校創立１００周年記念式典・記念碑除幕式　挙行

Ｈ２１
夢の教室（５年）特別文化芸術体験クルーズ（５・６年）開始
人権の花贈呈式

Ｈ２２／２
市福祉協力校に指定
地域福祉推進研修会において実践活動発表を行う

Ｈ２２／９ アルミ缶回収優秀校表彰受賞

Ｈ２２／１０ 時事通信社主催第２６回「教育奨励賞」努力賞受賞

Ｈ２２／１０
子どもＣＯＰ１０（生物多様性条約第１０回）
あいち・なごや（国際子ども環境会議）に児童代表参加

Ｈ２２／１１ 「コウちゃん」飛来４０周年記念事業

Ｈ２３／２ 市福祉協力校推進校発表

Ｈ２３／８ 「コウノトリが舞う里づくり大作戦」　コウノトリ巣塔ペイント

Ｈ２３／９ 越前市福祉フェスタ　福祉教育推進校発表

Ｈ２３／１０ 「２０１１コウノトリが舞う里づくり大作戦」参加　ポスターセッション

Ｈ２３／１２ 「コウノトリ親鳥受入式」「コウノトリＰＲコーナー開所式」参加

Ｈ２４／４ 環境ふくい推進協議会会長表彰

Ｈ２４／８
丹南ブロックへき複校児童交歓会会場校
パソコン更新　普通教室パソコン常設（タブレット）

Ｈ２４／１０
「２０１２コウノトリが舞う里づくり大作戦」参加
　コウノトリの歌　ポスターセッション

Ｈ２４／１１ 新体育館建設期成同盟会　陳情（体育館建設）

Ｈ２４／１２ コウノトリの歌「未来に残そう命の環」録音

越前市白山小学校（都辺）
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Ｈ２５／２ コウノトリの歌ＣＤ完成

Ｈ２５／２ モニタリングポスト「白山観測局」設置

Ｈ２５／６ 新体育館期成同盟会　陳情(学童室併設）

Ｈ２５／８ 新体育館建設　設計概要確認

Ｈ２５／８ 新体育館建設　ボーリング調査

Ｈ２５／９
「ＳＡＴＯＹＡＭＡ国際会議」福井こども環境教育フォーラム　発表
　　　　　　　　　　　　　　　　　エクスカーション　協力

Ｈ２５／１１ 農林水産省　食料産業局長賞受賞

Ｈ２５／１１ 「２０１３コウノトリが舞う里づくり大作戦」参加　子ども会議

Ｈ２５／１２ 校舎西側壁面補修

Ｈ２５／１２ 新体育館建設　基本設計完了

Ｈ２６／８
白山小学校屋内運動場改築工事　起工式
ＳＲＣ造平屋建　延面積１，２０７．２７㎡
越前市建築住宅課　北信建設・キヨエイビルド共同企業体


